
男女共同参画 

講演会 

 

 

「この時代の

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―講師プロフィール― 

１９５６年、横浜出身。慶応大

１９７９年、FEBC（Far East B

７年（帰国／FEBC 退社後）

年、本業の傍らファミリー・フォ

家族・家庭問題についての講

学園女子中学高等学校で英

２男１女の父親。趣味は、ス

等々。 

HBC ラジオ、STV ラジオの番

著書「家族に贈るとっておきの

家族と 

子育てに必要なこ

講師： 金子 

（HBC ラジオ「ファミリー

平成２３年３月８

浦幌町教育文化セン

大学文学部（独文科）卒。 

Broadcasting Company）東京支社にアナウンサーと

に（株）エイブル語学研究社を設立、同代表取締役

ォーカス・ジャパン（FFJ）の設立に協力。現在副代表

講演会、ラジオ放送の制作をしている。２００６年～

英語科講師を勤める。 

キー・釣り・料理・キャンプ・ライブ活動・作詞作曲

番組「ファミリートーク」パーソナリティ。 

の話」ファミリー・フォーラム・ジャパン出版。 

と」 

耕弐 先生 

ートーク」 

パーソナリティ） 

 

日（火） 午後７時～  

ンター ２階視聴覚室  

として入社。１９８

役となる。１９９４

表として子育て、

～２００７年、洗足

・子供と遊ぶこと



皆さんこんばんは。今日はお集まりいただきまして、本当に心から感謝申し上げます。 

今日は「この時代の家庭と子育てに必要なこと」という話をしたいと思います。私の講演会ではい

つもこのタイトルでお話をしているんですが、今日は同時に男女共同参画ということで、男と女、

妻と夫が協力して家庭をより良いものにしていく、ということについても少し触れてお話ししてい

きたいと思っております。 

さて、この時代の、と言いましたが、今「この時代」とはどんな時代でしょうか。私は、この時代は

子育てがたやすい時代とは思いません。今ほど、親たちが子育てに迷っている時代は無いと思い

ます。また、こういう時代に小さい子供たちを育てていくのは大丈夫なのだろうか、今ほど心配し

ている時代もないと思います。昔は、近くで相談に乗ってくれる親もいましたし、近所のおじさんお

ばさんもよその子供に分け隔てなく叱ったり褒めたり、関わってくれたんですね。でも今はそういう

時代ではなくなってきて、特に都会では、他の子供を叱ったりしたらすぐ親が出てきて「あなたには

関係ないでしょう」と言われる。この時代はとても難しい時代だと思いますね。 

 

    今の時代の子育てに必要なこと 

私は今の時代の子育てに必要なこととして、特に緊急性の高いものが３つあると思っておりま

す。３つの大切なこと、皆さんは何だと思うでしょうか。私が感じる３つのことなので皆さんとは違

うかもしれませんが、最初の１つはおそらく一致すると思います。それは何かというと、まず愛情で

す。ただ、これはあまりにも当たり前のことですので、説明は省きたいと思います。 

あと２つのうちの１つ、それは何でしょうか。この時代はあまりに忙しい時代で、不況の中、共

働きの家庭も多いですし、母子家庭という方もいらっしゃると思います。そうしますと、お母さんは

子育てと仕事を両立させなければならず、とても忙しいんですね。こういう中で大事になってくる

のが、子供との関わりで、時間と感動を共有するということです。これは非常に難しい。特に意識

して流されないようにしないと、いつの間にか消えていってしまう。言いかえれば、これは家族の団

らんです。家族の団らんが、この時代には消えてしまっている、消えつつあるということです。 

 もう１つは何かというと、これは、いかめしい言い方をすれば、親の権威です。親の権威というと

ちょっと封建主義的な恐ろしい言い方になるので、言い方を変えますと、信頼に足るしっかりとし

たリーダーシップですね。これはどうしても必要だと思うのですが、最近これを大切にしてくれない

親が多いです。なぜかというと、子育てを教える教育者たちが「子供も大人と同じように自由と権

利を持っていて、平等である。子供たちを自由に、個性を尊重してのびのびと育てましょう、その

ためには親があまり叱ったり指導したり、道筋をつけたりせずに、子供たちにやりたいようにやらせ

た方がいいんだ」と考えていて、これが子育ての主流になってきているんですね。そういう中で、親

の権威の大切さというものが失われつつあるんです。このことに私はとても危機感を感じます。 

 



囲炉裏が果たしている役割 

 こういったお話しをしていきたいと思うんですが、まずはこの愛情の次に大事と言いました「時間

と感動を共有する」ということについて話してみたいと思います。 

 私は日本の古い民家がとても好きです。岐阜県白川郷の合掌造りの家をご存知でしょうか。私

の長女が一歳と数カ月の頃、あるポスターを見ました。雪に埋もれた合掌造りの家が立ち並ぶ集

落の景色の、当時の国鉄のポスターだったかと思うんですが、それを見て「行きたいなあ」と思った

んですね。それで調べたところ、なんと集落のほとんどが民宿になっていました。すぐに調べて電

話をして、次の週末には家族三人でそこに一泊する旅行に出かけました。 

 当時は横浜に住んでいたんですが、朝に出て夕方に到着しますと、宿のご主人がニコニコしな

がら私たちの泊まる部屋を案内してくれました。荷物を置いて、大広間に通されると、隅の囲炉

裏で火が燃えていました。私が日本の古民家を好きなのは、家の中に火を囲むところがある、こ

れが素敵で、こういう生活に憧れたからなんです。ですから、その火を見た時に、来て良かったな

あと思いました。昔ながらの知恵か、そこに夕食が準備してありまして、囲炉裏の周りに座布団

が敷いてありました。料理が出来るまでの間、宿の主人と、白川郷の建物やこの集落で冬を過ご

すということについて話しました。食事が始まって、話は続き、食後は和菓子のデザートを頂きな

がら、さらに話は深まりました。外にはしんしんと雪が降り積もり、これは素晴らしい時間だなと思

いました。横浜ではせかせかと過ごしているけど、ここではとろとろ燃える火を見ながらゆっくり時

間が過ぎていく。 

ずっといたいけど、明日には荷物をまとめて出ていきます。とてももったいないと思いまして、せ

っかくだからここでの経験を家に持ち帰るために、お土産を持っていこうと思いました。そのお土

産とは、実は、大それたことに、囲炉裏だったんです。小さなアパート暮らしの私が、囲炉裏を持っ

ていくことができるでしょうか。いや、できません。床に初めから組み入れられておりますし、しかも

世界遺産、持っていけるわけがないんです。 

私が考えたことは、この家の中で囲炉裏が果たしている役割。横浜の私の小さなアパートにこ

れに代わるものを、いわば宿題として持ち帰ろうと思ったんですね。その時にはこれが何だったか

まだ答えは出ていなかったんですが、うちにはこれが、囲炉裏と同じ働きをするものが必要だと私

は思ったんです。それがどういう形で実現したのか、これは何年か後になってから答えが出たんで

すが、それは後でお話ししようと思います。 

それはさておき、白川郷ですが、ここでは代々この家の中に大家族が住んでおりました。たとえ

ば、一日の仕事が終わると、子供たちは家に戻ってきます。と、すでに火は焚かれていて、お爺ち

ゃんやお婆ちゃんがいますから、昔話をしてもらったり、会話が生まれたでしょう。父母が帰れば、

皆で食事をし、そこで父の仕事や今している勉強のことなど話したかもしれない。そうやって、毎

日火を囲みながら食事をし、そこに会話が生まれたんです。子供たちはそこで知らず知らずのうち



に親や家族から、生活ぶり、生き方を学び、倫理観や価値観を吸収していったんですね。 

問題は、現代の私たちです。皆さんのお宅にも囲炉裏はありますか？北海道はそもそも囲炉

裏がありませんか。セントラルヒーティングでしょうか。例えば薪ストーブなら必ずみんな火の周りに

集まりますが、セントラルヒーティングならどうでしょう。集まる場所がなくなってしまったんですね。 

そして、この豊かで近代的な家の中では、子供たちは個室を持っています。その中にこもって、

子供たちは自分のやりたいことをやるんです。最近は片手に携帯、もう片方にはゲームのコントロ

ーラですか。そうすると夢中になってしまって、ご飯だと呼ばれても「もうちょっと待って、今いいと

ころだから」、いい加減にしなさいと言っても「待って、いまセーブするところだから」とかわけわか

らないことを言って、そのうちに「いいよ、後でチンして食べるから」となるわけです。電子レンジな

んて昔はなかったんです。私たちの生活は豊かになりましたが、みんなが一時に集まることが無く

なってしまった。団欒が無くなってしまったんですね。 

私の子供時代は、父は６時頃に帰ってきて、７時には夕食が始まるんですが、父が机に座って、

一緒に「いただきます」と言って、初めて食事がスタートしました。でも今は、ばらばらという方が多

いんです。食事が一緒にスタートすれば、当然そこには会話が生まれて、両親と色々なことを話し

たり聞かれたりしたんですよ。そして食事が終ったら、当時は名犬ラッシーなど親子で見るテレビ

番組があったので、テレビを一緒に見て、それについて家族で会話を交わすんです。もし良くない

番組があれば、「これは良くないね」と指摘したり、そうして親から価値観を教わったんですね。で

も、これが今は無くなってしまった。 

 

「孤食」の危険性 

NHK が１９９４年に特別番組を放送しました。子供たちの食事にまつわる環境がどうなってい

るか調査をして、子供たちの食事の実態を明らかにしたんですが、びっくりする事実が浮かび上が

ったんです。 

NHK は、２，５００人の子供たちに「君たちが食事をしている時の絵を描いてくれないか」と頼ん

だんです。その絵が出来上がり、集まると、なんと子供たちの絵の３分の１は、一人で食事をして

いる絵だったんです。ある絵ではテレビを見ながら、ある絵では漫画を片手に、ある絵ではゲーム

機のコントローラーを持って、一人で食事をしていたんです。ここから、この番組を通して新しい日

本語が生まれました。孤独の「孤」に食事の「食」で「孤食」といいます。 

ちょうどその当時、厚生省からも一つの調査の発表がなされました。それは、子供たちがどれだ

け親と一緒に食事をしているかという内容だったのですが、３１，４％の子供たちは一人で食事を

しているということでした。つまり、先程、３割くらいの子供たちが一人で食事をしている絵を描い

た、それとぴったり符合が一致したんです。これは大変なことだ、と見ている皆さんも危機感を覚

えたと思います。 



また、その頃、さらに二つの驚くべき調査の結果が発表されました。一つは筑波大の教授と茨

城県警が共同して行った調査の結果なんですが、補導された中高生に対して、どんなふうに食

事をしているかを聞き取り調査をしたところ、一般の子供たちは３分の１でしたが、補導された子

供たちはほとんどが一人で食事をしていたんです。しかも、その食べていたものがどんなだったか

と言いますと、カップ麺、ファーストフード、ジュース、こういうものに偏っていたんです。もちろん、親

が作ったものなんて食べていないんです。 

もう一つは、広島県の教職員組合が小学校５年生から中学校３年生までの１２，０００人を対

象に、やはり同じように食事について調査したんです。そうすると、１０分の１の子供たちは、朝も

夜もひとりで食事をしていることが明らかになりました。そして、その子供たちに自分の家庭をどう

思うか質問したところ、子供たちはこんな風に言いました。「つまらない場所」と。その子供たちに

とって、家庭はつまらない場所、なるべくいたくない場所だったんです。悲しいことですよね。子供

たちは、親達と一緒にいないんですよ。じゃあ、食事以外の時に親は関わっているんでしょうか。

いいえ、食事さえ関わらない親達は、その他の時間も関わっていないでしょう。だから、一緒に食

事をとることは大事なことなんです。 

週に５回以上子供たちと一緒に食事をとる家庭とそうでない家庭とは、子供たちに極まった違

いが現れるという調査の結果もあります。週に５回以上というのは一つの分岐点のようで、朝食

や夕食、外食でも、週に５回以上食事をする家庭の子供は、そうでない家庭に比べると情緒が

安定していて、問題行動に走るのが少なくなる。それが思春期まで続いていくわけです。それだけ

でなく、週に５回以上食事をする家庭では、そうでない家庭の子供と比べると、学力にもはっきり

差が出ます。どこの家庭も一所懸命塾に通ったりしますが、正直に言えば、私も英語の教材を作

る会社を２０年ばかりやりましたが、どんな教材、どんな塾、どんな学校よりも、親との会話が多い

子供が学力が高いです。 

何故かというと、親子で話をして、例えば子供の一言に親が「それをもう少し調べてみようか」

など捉えていくことで、勉強の動機付けになるからです。もし魚に興味があるなら、それが高じて

いずれクニマスなんかを発見することになるかもしれません。 

或いは、ちょっとしたつまずきを放っておくと大きなつまずきになりますが、例えば分数の苦手な

子に野球の打率の話をしたりして、実際に算数が役に立つということを教えると、やる気がわくん

です。小さい頃から動機付けをして、興味をわかせてあげると、子供たちは自分から勉強したいと

いう気持ちになります。そういう子供たちは学校でも聞く耳を持ちますし、どこに行っても、参考書

を見ても、自分でやろうと思います。でも、動機付けをされない子供たちは勉強をひたすら苦痛と

感じるでしょう。塾だって友達と遊ぶことが目的になり、勉強が目的ではなくなるでしょう。ですか

ら、親との会話の中で、子供たちの学力の向上がサポートされていくということなんです。 

 



画面と関わる子供たち 

じゃあ、親と関わらない子供たちは何と関わっているんでしょうか。実は、今、小学校の高学年

にもなると、テレビの画面、携帯の画面、ゲームの画面など何らかの「画面」を見ている時間が一

日平均４時間近いんです。親は子供たちに健全に育ってほしい。自分たちが育ってきた中で知り

得た知識、掴みとった価値観、倫理観、そういうものを子供たちに伝えたい、バトンタッチしたい

と思っているんですよ。でも、教える時間がない。教えているのは誰でしょうか。「画面」です。画面

の中身は誰でしょうか。いったい、教えているのは誰なのかという問題が出てくるわけです。 

私は昔、子供が小さい時、夕方４時間ほどメモを取りながら一緒にテレビを見たことがあります。

どれくらい私が伝えたい内容が出てくるのか、どれくらい伝えたくない内容が出てくるのか。それら

を綿密にメモを取りながら見てみました。結構辛いですよ。そうすると、教えたくないことがほとん

どなんですよ。過剰な暴力、露骨な性描写、下品な冗談、さらに、私は非常に気になることがあ

るんですが、それは、大人や親や学校の先生を尊敬しないで馬鹿にする子供たちを描いた漫画、

ドラマ、そういうものが溢れているんです。毎日４時間、子供たちはそういうものを見るんです。 

皆さんもゲームを４時間やってみたらどうでしょうか。そのゲームの中に、どんな内容が含まれて

いますか。子供たちにゲームは本当に危ないと思います。ほとんど敵を倒すものでしょう。色々な

武器やパワーを身に付けて、敵を倒して次のステージに向かって、自分が勝ち残ればクリアでしょ

う。今日は何回人に親切にできたか、自分を犠牲にして他の人のために親切にすればするほどポ

イントが上がっていく、そんなゲームは見たことありますか？ありません。人を倒して、蹴落とすんで

す。最近は通信ができるようになりましたが、ネットゲームというんですが、複雑ですが、とにかく、

敵を倒す。そういう画面を通して、子供たちは毎日毎日何を学ぶんですか？ 

 

時間と感動を共有すること 

さて、私たちは子供たちに良いものを伝えたいと思っています。人生の中で色々な経験をし、

失敗や後悔をしながら、自分の子供にはこうあって欲しいと思い、良いアドバイスをしたいと思っ

ているわけです。でも、どうしたらその良いアドバイスが子供たちにうまく伝わるかというと、そのた

めには一つの大事なポイントを押さえなければいけません。私たちはそのために、親子の関係を良

くしなければいけません。信頼をもてる親になり、よいリーダーとなりよい人間関係を作らなければ

なりません。 

そのためには、時間と感動を共有することだと私はいつも申しております。私たちは感動を共

有することで心が結ばれるのです。私たちは感動を共有する生き物であり、感動を共有しなけれ

ば生きていく意味すら感じられなくなっていきます。私たちは普通に食事をしながら「おいしいね」

と言います。これは感動の共有です。もし横に誰もいなかったらどうでしょう。「おいしいね」とは言



えません、これはフラストレーションでしょう。きれいな景色を見た時、私はそれを共有したいと思い

ます。しかし誰もいないので、とりあえず写真を撮り、それを「きれいでしょう」と誰かに送ります。

「きれいだね」と言ってほしい、感動を共有して欲しいんですね。 

そして私たちは感動を共有するために工夫をしていかなければいけません。ともすればこの忙し

い中では、なかなか感動を共有できず、時間を持てません。しかし、大切な子供を導くためには、

良い人間関係を作るため、時間と感動を共有しなければならないのです。そこで、先ほどの「宿題」

についての一つの答えをご紹介することになります。 

私は、長女が幼稚園の年長の頃、あることを実行しようと思い付きました。 

妻は本が大好きで、子供が小さいころから本の読み聞かせをしていました。ベッドタイムストー

リーというもので、「本を読むからパジャマに着替えなさい」ということですね。私はそれを見ていて、

ちょっとやっかんでいたんです。日常の中で、毎日そう長い時間ではないけど、子供と楽しく親し

い時間を持てるなんて、妻はいい趣味を持っているんだなあと。でも私は釣りやギターやアウトドア

なんかが好きなものですから、仕事でしか本を読みません。どうしようと思ったときに、思いついた

んです。 

それは、パパの小さい頃の話をしてやるということです。私は本は好きではないですが、小さい

頃の思い出は結構ありまして、それを話してやろう、あるときそう宣言しました。「えみちゃん、今日

からママに代わってパパが小さい頃の話をしてあげるよ。」「えっ、何それ。早くして」と興味を持っ

てくれまして、この企画は大当たりでした。ここだけの話ですが、ママの読み聞かせよりも人気が

出ました。来る日も来る日も子供たちがせがむんです。ママに私が仕事から帰ってくるか聞いて、

間に合うときは準備して待っていて、私が玄関のドアを開ける小さな音を聞くと、子供たちがパジ

ャマ姿で駆け寄ってくるんです。子供を寝かしつけるって大変なものですが、うちでは、パパの小さ

い頃の話がある日はさっさと着替えてくれたんです。でも、ちょっと問題もありました。私は週に２、

３回話をしたんですが、大分長寿番組になってしまいまして、すると話すことに困ってしまうんです

ね。子供って割と同じ話が好きなんで、再放送もできるんですが、いつも同じ話とはさすがに行き

ません。なので、仕事中や帰り道で考えたり、それでも思いつかないとベッドに横たわって、冗談を

言ったりして時間を稼ぎました。 

小学校の頃の話や楽しく遊んだ話などをすると、子供たちはその遊びなどを「パパ、それやりた

い」とせがみます。だから、一緒に遊んだり工作したり連れて行ったり、色々な遊びを教えました。

そして、パパの小さい頃の話を通して、色々な発見をしていったんです。 

私にとってこの小さい頃の話が、白川郷の囲炉裏と同じなんです。一番上の子が中学生まで

大きくなっても、一番下の子に話をすると、にやにやしながら近づいてきて「また同じ話」って言っ

たりしました。それが私と子供たちの間のコミュニケーションで、時間と感動の共有なんです。 

今はもうそういうことはしませんが、おかげで私と子供達の間には共通の趣味がたくさんありま

して、下の男の子二人なんかは私に似てギターが好きです。私は浜田省吾が好きで、ライブでそ



のコピーをやったりするんですが、今度そのサポートをやってくれるんですよ。感動を共有するわけで

す。見に来た方は、「最近、親父バンドは見たことがあるけど、親子バンドは見たことがない。」と

言ってくれます。娘は、長い間講演会で留守にすると、帰りがけに「今度の週末、モーニングでも

食べに行く？」と聞いてくれるんです。そこでまた映画やショッピングをしようかと話をしています。 

そういった形で時間と感動の共有を続けていると、良い親子関係、良い人間関係が出来ます。

私が多少厳しいことを言っても、ちゃんと聞いてくれるんです。 

 

良い人間関係の公式 

なぜなら、人間関係には数学の公式のようなものがあるんです。それは、「良いアドバイス+良

い人間関係＝反応・応答」です。「あの人が言ってくれたならやってみよう」となる。これが良い人

間関係です。これが、「良いアドバイス+悪い人間関係」ならどうでしょう。良いアドバイスでも、尊

敬できない人、嫌いな人からだと「あなたには言われたくない」と反発・拒絶してしまいます。人間

は理性的なものですが、それ以上に感情的、情緒的です。だから、良い人間関係が大事なんで

す。 

では、「悪いアドバイス+良い人間関係」ではどうでしょう。たとえば、関係の悪い家族では、子

供が非行に走ります。暴走族なんかに入ってしまう。するとそこで「よく来たな」と良い人間関係が

できる。「さあ、今週末悪いことしようぜ」と誘われても、良い人間関係なら「やる」となってしまう

わけです。応答してしまうんですね。さらに、この子たちが成長して、暴走族なんてやってる年じゃ

ないな、と卒業しようとすると、組の方々がリクルートしにくるわけです。そこでまた親分・子分と良

い人間関係ができてしまって、親分のためなら犯罪でもするようになる。そのくらい人間関係とい

うのが重要なわけです。だったら、これを子育てに使わない手は無いでしょう。 

最近、こんな皮肉な例がありました。プロボクシングの亀田親子です。亀田君のお父さんはご

存知ですか？ボクシングのインストラクターです。兄弟の二番目の大毅君がタイトルマッチで内藤

選手に挑んだわけですが、メディアに注目されるたび、とにかくふてぶてしく罵倒するわけです。１

ラウンド KO してやるなどと豪語するわけですね。しかし実際に試合が始まると、むしろ形勢は不利

になっていく。判定で負けが濃くなってきたんです。最終ラウンド、リングサイドには幸毅選手がい

て、お父さんからの教えでリングサイドから大毅くんにこう指示しました。「勝たなくっちゃ意味がな

い、反則でもなんでもしろ。」その結果、彼は足を使ったり、やってはいけない反則をしてしまいまし

た。それが全国中継され、多くの人たちがテレビを通してそれを見たため、すぐにバッシングを受け、

謝罪会見が開かれることになりましたが、お父さんは逃げてしまいました。一家を代表して出てき

たのは幸毅選手でした。記者たちは「良い年なんだから、いい加減親離れしなさい。世間からこ

んなに言われる親のことをあなたはどう思うんですか。あんなことを教える親から独立しないと。」

と口々に言いました。すると、幸毅選手は言いました。「世間のみんなは親父のことをなんて言う



のか知らんが、俺らにとって親父はこれからも世界一の親父や。」 

私は心を打たれました。教えているのは悪いことですが、どうしてここまで子供との深い信頼関

係を作ることができたのか。それは、ボクシングを通して、辛いことも楽しいこともずっと共有してき

たんです。時間と感動を共有してきたんですね。だからどんなことも従ってきたし、これからも世界

一なんです。 

その時、たくさんの人たちが「あんな親は・・・」と批判しました。でも、その記者たちも家に帰っ

たらきっとお父さんなんです。そのお父さんが、もしも子供たちに「君たちにとって自分は世界一の

父さんか？」と聞いたって、「なんでそんな恥ずかしいことを聞くの」と言われるかもしれない。自分

が世界一だと言ってもらえる自信なんて、誰があるでしょう。でも亀田のお父さんは言われたんで

す。もしもお父さんが良いことを教える良い人であったら、なんと幸いだっただろうと思いますね。 

 

親は子どもたちのリーダー 

もう一つ大事な柱があります。それは、親の権威です。親の権威がどんどん薄れてきている。さ

っき実は、このことについても話をしました。学校の先生や親たちが子供と対等、いや、今や子供

が主人で親が召使いのようになっている。子育てにおいて、親と子が親しい関係を持つというこ

とが今ことさらに強調されていますが、その人たちの声に刺激されて、自分のことを子供にちゃん

付けで呼ばせたり、一緒にペアルックを着たり、もしかして親子でなくて兄弟に見られてほしいん

だろうかと思う方もいます。それはそれで良かったかもしれないですが、子供を育てる親は、子供

にとってはやはり指導者でなければいけないんです。 

それはなぜか、このことははっきりさせましょう。私は今１００円ショップで買ったメジャーを持って

います。ちょっと前の方、１メートルがどのくらいか両手で測ってみて頂けませんか。 

（各人にそれぞれ１メートルを推定してもらう）何でこんなことをしたと思いますか。この時代は、

基準を失った時代だと言えます。皆さんにはそれぞれ基準があるでしょう。昔は、日本には一定の

基準があったんですね。世界、欧米でも基準があったんですが、その基準をみんな失ってしまった

んです。 

欧米で言えば、キリスト教という基準がありました。それがある時代から、キリスト教が疑われ始

めたんです。そしてキリスト教の教えが窮屈だと思い始めた。その考えが、初めは哲学者から、芸

術家たちに、やがて一般市民に広まっていきました。これをポストモダニズムといいます。近代以

降というのはポストモダンの考え方ですね。国によっての一定の基準を失ってしまったんです。それ

で、どういうものが基準に代わっていったのかというと、「自分が正しいと思うことが真理、絶対的

価値である」ではなく「誰もが認める絶対的な価値はない」という考え方に変わっていったんです。 

日本はどうだったかというと、キリスト教ではなく、儒教というものがありました。これは武士道

にも影響を与えていたんですが、どういうものかというと、国家を安定させるもの、もっと厳密に言



うと、将軍や天皇、王といった、国の頂点となる者に忠誠を尽し、頂点が治める国家を乱さない

ようにするという、国体を守るための教えだったんです。そして、国というものの最小単位は家族

であり、家族が壊れると国が壊れる。だから、家族の一員それぞれに対して教えがあって、父親が

絶対的な権威を持ち、また男女においては男尊女卑の位置づけがありました。そうして家族一つ

一つを安定させると、最終的に国家が安定するという考え方だったんです。だから、例えば年末

の放送で有名な忠臣蔵なんかは、主君の名誉のために家臣が命をかけて名誉を挽回しますね。

頂点に対して忠誠を尽くすことが絶対的な価値だったんです。 

でも、戦後に民主主義が入ってくると、人はみな平等という考えになりました。それは良いこと

だと思うのですが、次第に一人一人が基準になったんです。一人一人が基準になると、その基準

は、今測ってもらったように、一人一人違います。 

例えれば、みんなで集まって家を建てようということでなく、自分の基準でもって、自分で寸法

を取って家を建てなくてはならないということです。あなた方はどういう家ができますか。寸法が足

りなくて隙間風が入るかもしれない。雨漏りがするかもしれないし、床が傾いているかもしれません。

そうでしょう。 

今の世の中はとても混乱しています。その一つの大きな理由は、基準を失ったからなんです。だ

からみんな自分勝手な生き方になってきている。しかもそれが、大人と子供の中でも、みんなそれ

ぞれが自分を主張し始めている。 

でもみなさん、私のやったこのテストをもう一度デモンストレーションしてみましょうか。そうすると

どうなるでしょう。すでに一度経験している分、さっきより良い値が出せるのでないでしょうか。 

大人たちは、人生の中でいろいろな失敗を経験しているんです。うまくいったり、後悔したり、そ

うするうちに、自分の基準の精度を高めていきます。でも子供たちはどうでしょう。人生を未経験

の子供たちのそれは、大人たちのそれとは正確さは比べ物になりません。彼らの正しいと思うこと

をそのままに任せておけば、めちゃめちゃになります。だから親たちは人生のベテランとして、大先

輩として、彼らを正しく導いてあげる責任を持っているんです。 

もう一つ話をしましょう。あなた方がスキューバダイビングを趣味にしたいと思ったらどうしますか。

たとえば専門書を買って、ダイビングスーツを選んで、その日のうちに海で潜ろうとしますか。しま

せんよね、危ないから。それなら、当然、まずはスクールに通うなどするのが賢明です。私たちは、

初めてのことをやる時は、できる人に聞いたり、教えてもらいます。もし、子供たちを連れて海に行

き、子供用のスキューバダイビングの装備を積んでボートに乗り、「君たちは自分の好きなようにや

っていいんだ。好きに泳ぎなさい、潜りなさい」と言ったらどうなるでしょうか。海流に流されるかも

しれないし、鮫だって下にいるかもしれません。そんなことを、のびのびとやって欲しいからと言って、

子供たちにそのままやらせたとしたら、それはどういう子育てでしょうか。無責任な子育てですよね。

親たちは子供たちと違って、経験をして、知恵も知識も判断も善悪もよりよくわかっています。だ

から、親たちはその立場から逃げちゃいけない。ちゃんと子供を指導しなければいけないんです。 



ただし、子供たちを指導するときに、高圧的にただ叱りつけるだけでは、たとえ良いアドバイスで

もうまくいきません。だから、良い人間関係を作ってください。時間と感動を共有しながら、でも尊

敬されるリーダーとしてちゃんとリーダーシップを発揮してください。 

 

子どもたちからの挑戦状 

子どもたちは不思議な存在です。生まれながらにして、自分には尊敬して従うべきリーダーが

必要だとわかっています。ただ、簡単にそれを認めて、その人に従うような従順さは持っていない

んです。子どもたちは、自分が従うべきリーダーを探します。そして、探すために私たちをテストしま

す。 

私の大先輩であるドクター・ドブソンという方が、こう話してくれました。「子供とは矛盾した存

在で、リーダーシップが必要だとわかっていながら、本当にそうかどうか私たちを試す。そういうと

き、親たちは毅然とした態度をとって、自分たちのリーダーシップを子供たちが脅かそうとした時に

は、しっかりと受けて、売られたケンカを買ってやらなきゃいけませんよ。そうしないと、あなた方の

子育てはこれから大変です。思春期の頃には手がつけられなくなりますよ。だからしっかりしてくだ

さい。」 

私の娘のえみが２歳になる前のころ、私に挑戦状を叩きつけてきました。その日夕食のメイン

はハンバーグで、彼女の前には可愛らしい小さなハンバーグがありました。私は横で大人用のハ

ンバーグを食べようと席に着いたんですが、ふと見ると彼女がハンバーグを手でつかみ取ったんで

す。彼女は一歳数カ月でしたが、フォークを使い始めていて、しかもハンバーグは大好物だったん

です。あれっと思った時に、彼女はハンバーグを床に落としました。私は何かの間違いかと思いま

した。「えみちゃん、ハンバーグは大好物でしょう。食べ物を捨てちゃダメだよ。」と言い、落したハ

ンバーグを片づけて、私の分を少し切ってプレートに置きました。どうしたと思いますか。彼女はま

たそれを手でつかみ取ると、今度は私の方をまじまじと見て、それをまた捨てたんです。憎たらしい

でしょう。そして、捨てた後も私のことを見ていました。「さあ、どうする」という顔でした。 

私は、これがドクター・ドブソンの言っていたことかと思いました。娘の、私の権威への挑戦状だ

と。だから私は、このまま、幼い子供のやることだから仕方がないで済ますことをしませんでした。

まず、大きな声で言いました。「えみちゃん、ごめんなさいは？」ところが、彼女は、私の強い調子

の言葉でも泣きも謝りもしませんでした。ふてぶてしい態度でいました。仕方なく、私は彼女の手

のひらを私の手のひらに重ねて、叩きました。「えみちゃん、ごめんなさいは？」体罰は絶対いけな

いという親がいますけども、私はそうは思いません。どうしても必要なときは、ごくごく限られた場

合ですが、あると思います。このときがそういう場合でした。 

ところが、それでも彼女は泣かなかったんですね。そして謝らなかった。それでも私は許してあげ

るわけにはいかないんです。これは大事なことです。そこで私は彼女を抱き上げて、２階の寝室の



床に座らせて言いました。「えみちゃん、ごめんなさいが言えないんだったら言えるまでここに入っ

ていなさい。」そう言って戸を閉めました。実は私は結構冷静でした。なぜなら、本で読んでいまし

たから。さあ、どうなるんだろうとちょっと期待していました。 

閉めた瞬間、彼女はわっと火がついたように泣きだしました。そして５分たち、１０分たつと、大

声が小さくなってしくしく泣き出しました。そこで私はちょっと待ちきれなくなって、少しだけドアを開

けました。娘はそれを見逃しませんでした。すごい勢いでこちらへはいはいをして、私の両足を抱え

込むと、私を見上げて言いました。「ぱぱ、めんちゃい」大人の言葉ではないですが、彼女はごめん

なさいを言ったんです。ちゃんと何をするべきかわかっていたんです。ただ、あの時は私の権威を試

そうとした。そして、やはり私が従うべき相手であるとわかったんです。それで、「めんちゃい」と言っ

たんです。 

私は娘を抱き上げ、優しく背中を叩きながら言いました。「えみちゃん、ごめんなさいを言えたね。

偉かったね。パパはどうして今日こんなにおっかなく怒ったかわかる？それはね、パパがえみちゃん

のことが大好きだから、大好きなえみちゃんが悪い大人に育ってほしくないから怒ったんだよ。で

もえみちゃんはごめんなさいが言えたから、もう怒ってないよ。パパはえみちゃんが大好きだよ。」そ

うして、娘が落ち着くまでだっこしていました。 

不思議なことに、これを境にして、娘は私に対して、私の権威に逆らうようなことはありません

でした。もちろん幼い娘ですから、機嫌が悪かったり、悪いことをしたこともなかったわけではあり

ませんでしたが、私が「やめなさい」と言うと「はい」と従うようになりました。私には子供が三人い

ますが、三人がそれぞれ違う形で、私のリーダーシップを試してきました。そして同じ結果になった

んです。不思議ですね。彼らはリーダーが必要だとちゃんとわかっていますが、簡単には認めようと

しないんです。 

こうして、私たちがきちんとリーダーシップを勝ち得たとき、初めて私たちは本当の意味で子供

たちを自由にのびのび育ててあげられることができるようになります。 

 

「e-ducation」の意味とは 

私たちはスポーツ選手にとってのコーチのような存在でなければいけません。 

たとえば、水泳の北島康介選手はオリンピックで金メダルを獲りました。でも、彼はもともとそれ

ほど速い選手ではありませんでした。小学生の頃から、彼には平井コーチという素晴らしいコーチ

がついていました。平井コーチが、ある時、北島選手を見て「訓練すれば素晴らしい選手になるか

もしれない」と目を付け、そして時間と感動を共有し、北島選手は北京オリンピックに選手として

選ばれるまでに成長しました。 

ところが、最後の最後になって、北島選手のタイムが伸びなくなりました。準決勝の前あたりで

調子が狂ってしまった。選手もコーチも悩みましたが、さすが平井コーチは今まで選手を見てきた



だけあって、微妙な変化に気づきました。「康介、お前は金メダルが近付いて勝ちを焦っている。

泳ぎが力んで、今までよりも水をかく回数が増えている。そのために、ちゃんと水を捉えきれていな

い。だからここは、水をかく回数を今までの回数よりも三回少なくしなさい」と言ったんです。 

オリンピック選手は５０M 泳ぎ切るのに何回かくのがベストタイムを出せるのか、ちゃんと調べて

あります。そしてその泳ぎ方になるように訓練するんです。しかし、敢えてコーチは言ったんですね。

そのくらいのつもりで大きく水を捉えなさい、と。北島選手はリーダーであるコーチの言葉を心から

信頼して、その通りにしました。その結果があの金メダルでした。 

つまり、親は時間と感動を共有しながら子供のことをよく観察しなければいけません。だからこ

そ、その子にとって一番良いことをアドバイスできるんです。 

「教育」という言葉と英語の「education」という言葉は、辞書を引くと同じ言葉として出てきま

すが、私 は違 うと思 っています。なぜならば、「教 育 」とは「教 えて育 てる」と書 きますが、

「education」はそうでないからです。この言葉は英単語ですが、分解すると、いくつかの意味が合

わさって一つの意味を作り出しています。初めの”e-“とは「外へ」という意味、そして”-ducation”

とは「導く」という意味なんですね。ダクトなどと同じ語源です。 

つまり、「e-ducation」とは「外へと導く」、「導きだす」という意味なんです。これは、子供たちは

生まれたときに一人一人違う才能や能力を持つ、ユニークな存在であり、親や学校の先生がそ

の才能を見抜き、その子に合った才能を「引き出す」ということなんです。これは「教育」とはアプロ

ーチがずっと違ってきます。 

一律に同じ教育をして、できない子がいたときに先生が「この子はできない子、つまり悪い子だ」

とすれば、その子は落ちこぼれてしまう。そうではないんですよね。この子はこれが出来ないけど他

の事ができるといった、一人一人の持ち味を見極めてあげるということが、学校の先生の醍醐味

であり、役割でもあるんです。 

そしてそれを引き出してあげたら、今度はそれを育ててあげるんですね。引き出した才能がすぐ

に伸びるかというと、そんなことはない。長い人生の中でそんなに簡単に才能が花開くかというと、

うまくいかないときもあるんです。時には叱りつけたり、褒めてあげたり、慰めたり、色々なことをし

ながら、最終的にその子の才能がちゃんと花開くようにしてあげる、これが親のリーダーシップのや

ることなんです。 

 

ですから、この時代の子育てに必要なことが何かといいますと、親たちが自分の大切な子供に

何を備えているのかちゃんと見るためには、当然関わらなければいけません。関わりながら感動を

共有してください。そして、良い人間関係を確立してください。そして、言うべき時にはきちんと言

ってください。これが必要なのではないでしょうか。ただ子供たちを自由に放っておくことがよい子

育てかと言えば、それはとんでもない間違いだと私は思います。 

  



 

 

◇大人の方から「うちは放任主義なんです。子供は自由にさせてます」とよく聞くことがあります。

私としては、自由とか放任主義じゃなくて、親としてちょっと身勝手だな、と考えてしまうんです

が、これは大きな間違いなのでしょうか。 

◆それがまさに私のお話していたとおりのことで、放任してはいけないと思います。やはり人生の

先輩として教えるべきことは教えなければいけないし、子供が聞く耳を持たないなら聞かせるよ

うな立場を作らなければいけないと思います。ですから、学校の先生に対しても生意気なことを

言ったり、大人をからかったりするようなことを言う子には私はビシッと言いますね。 

 

 

◇私は２年ほど前から、和ごころ体験ということで、小さな子供からお年寄りまでの方と色々体

験をしているのですが、ものすごく微笑ましいといいますか、子供は親には反発するんですが、

近所のお爺ちゃんお婆ちゃんには素直に言うことを聞いてくれるんですね。これも一つの良い出

会いなのかなと思うのですが。 

◆デトロイトという街がありまして、自動車産業で栄えていた街なのですが、それが斜陽産業にな

るにつれ、街もどんどん荒れてしまったんですね。子どもたちも非行に走り、ストリートチルドレン

が増え、当然ながら犯罪も増えていったんです。 

そこでどうするか話しあいがもたれました。街じゅうで子供たちの名前をみんな覚えて声をか

けよう、挨拶をしよう。そこから始めたんです。そして、顔は知っていても名前を知らなかった子

の名前を覚えて、あいさつをしていきました。するとそのうち、名前を覚えてもらった子供たちの

方から話をするようになっていったんです。そして、その街ではどんどん犯罪が減っていき、子供

たちの学力も上がっていったんだそうです。 

だから、こういったことはやはり親だけの問題でなく、地域で子供たちを一緒に育てるという

ことの素晴らしさの立証だと思います。 

 

 

◇私たちの町では、町長の話でもありましたように、教育の日に取り組んでいこうということで、と

りあえずは、早寝早起き朝ごはん、挨拶運動、ノーテレビなど、こんなところから始めたいなと着

手しているところなんですが、どう思われますか。 

◆いつもの私の番組をそのまま標語にしていただいたような、素晴らしいスローガンだと思います。

私の子供たちにも、テレビに対しては「見ない日」を設けたかもしれません。たとえば、うちは旅

館にテレビが置いてあっても絶対つけません。家族で話す大事な時間を奪われたくないですか

らね。また、見るのも決まった番組だけ、特に小さい頃は気をつけて、また時間も制限を付ける
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などしました。テレビこそが子供たちを洗脳して、想像力を奪っていくんですよ。本やラジオはよ

り想像力を必要としますからね。テレビにも良い点はあるし、あんまりテレビの悪口を言いたくは

ないんですが、今の時代というのはあまりにもテレビ漬け、画面漬けなんですよね。だから、先

ほども申し上げた通り、テレビのない日というのは大いに結構だと思います。 

 

 

◇先生のように子供と接した上で、子供には反抗期が来たのでしょうか。もし来たのであれば、ど

のように接したのか教えてください。 

◆日本では、子育ての中で、反抗期というものが絶対にやってくるものだと教えられていますよね。

でも、実際はそうでないんです。反抗期という言葉ではなく、子供は思春期を迎えたときに、今

まで教えられてきたことが本当にそうだったのか、自分で確かめてみようとする時期があるんで

す。それがないと自立できませんから、大事なことです。でもそれが必ずしも親に反抗するとい

う形で現れるというのは間違いだと思います。あくまでもそれは、それまでの人間関係です。 

うちでは、教えられてきたことが本当だったのか自分で確かめる過程で、「やっぱりパパの言

うとおりだったよ」なんて報告してくれました。口をきかなくなるなんてこともなくて、うるさいくら

い話しかけられていました。だから反抗期なんてことはないですね。ただ、うちの娘が６年生に

なったときに、反抗期ではないですが、半年ほどですが自立の一時期がありました。自分の部

屋の戸を閉めて、「あまり勝手に入ってこないで」という時期はありましたね。でも、反抗すると

いうことはありませんでした。 


